
公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21:OO
休  館  日：毎月第1・3水曜日（祝日の場合次の平日 )、年末年始（12/28~1/4)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■西鉄天神大牟田線ご利用の場合、福岡（天神）駅から急行約12分・春日原駅下車徒歩約10分
■JR鹿児島本線ご利用の場合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5 キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.Oキロ
■無料駐車場：平面 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284台

交通機関のご案内 駐車可能台数に限りがありますので、
できる限り公共の交通機関をご利用ください

大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
11月６日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

つくし お隣さん情報

左記のマークのある公演・講座は託児サービスが
利用できます（。満10ヵ月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前までにお申し込みください。託児

8アテナ　2020年12月号

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月2日（水）、16日（水）

年末年始：12月28日（月）～令和3年1月4日（月）

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

※

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.VOL.VOL.294294294294
2020202020202020 12121212

※掲載記事は11月６日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

ご来館の皆様に安心してご利用いただけるよう、衛生管理の強化と以下の感染防止策を実施しています。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
■感染防止策
・館内にアルコール手指消毒液を配置
・通常清掃に加え、カウンターや手すり等は
除菌を実施
・カウンターに飛沫感染防止幕等の設置
・出入口や窓を開放し換気を実施、ホール棟や
窓のない部屋は外気を取り入れた機械式空気
調和設備による換気を実施
・適切な距離の確保
・�密集を避けるため、チケット発売初日はまど
かぴあ総合案内での窓口販売は行いません。

■お客様へのお願い
・�ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。
　マスクを着用されていない方の入場をお断りする場合があります。
・�咳エチケットや手洗い、手指消毒等のご協力をお願いします。
・�37.5度以上の発熱や体調が優れない方は、ご来館をお控えください。
イベントや講座等開催時に検温を行う場合があります。
・�感染拡大している国へ14日以内に訪問した方、高齢や基礎疾患を
お持ちで感染リスクを心配される方は、ご来館をお控えください。
・�万が一、感染が発生した場合に備え、連絡先等の提出をお願いする
場合があります。
・接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力ください。

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について

【日　時】  令和 3 年   ２月 27 日（土） 13:00 開演

出口 治明
（立命館アジア太平洋大学（APU）学長）

オンライン講演
「人生100年時代を楽しむ」

加納 ひろみ & 林田 スマ

生出演トーク

第4回　アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ

新しい明日への挑戦

KIGURUMI.BIZ 株式会社
代表取締役（ ）



グランド

先・特 先行
車イス

このマークがある
公演は、車いす席
ご利用の際に事前
申し込みが必要
です。

このマークがある公演 このマークがある公演
はWEB会員特典対象
事業です。
「先行」…先行販売あり

はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「特別」…特別料金

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
受付時間 /9:00～ 21:00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111 ［受付時間］10:00～21:00

※発売日は下記の専用ダイヤルにおかけください。
文化芸術振興
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下記の日程で施設工事を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い
いたします。

施設工事のお知らせ

工事時期（予定） 工事内容

現在工事中～
12月上旬 屋上防水改修工事

現在工事中～
12月中旬

大・小・多目的ホール空調設備改修工事
※�施設の利用は可能ですが、冷暖房の
利用はできません。

12月下旬～
令和３年1月上旬 大・多目的ホール音響設備更新工事

大野城ウィンター
イルミネーション
2020 関連企画

今年はまどかぴあ、心のふるさと館、
総合福祉センターの3館に、どんぽの
森公園、下大利西線駅前広場を加え、
キーワードラリーを実施します。
キーワードを完成させ、回収ボックス
に投函された方の中から、素敵なプレ
ゼントが当たるチャンス！
この機会にぜひ大野城市のキーワード
スポットを回ってみてくださいね。

〜12月25日
（金）
EVENT

令和3年4月採用予定の契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。

【申込方法】所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出し
てください。申込用紙、募集要項は12月１日からまど
かぴあ総合案内で配付します。また、ホームページから
のダウンロードもできます。

【受付期間】12月１日（火）~18日（金）
　　　　　※平日9:00~17:00�※郵送の場合は20日必着

【お問い合わせ先・申込先】
　公益財団法人大野城まどかぴあ�管理課�
　TEL�092-586-4006（平日9:00~17:00）

大野城まどかぴあ契約職員募集

チケット
取扱い

●まどかぴあ総合案内
　　　　　　　　（受付時間9:00～21:00）

チケット発売中

【時　間】14:00開演 /13:30開場
【会　場】
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

大ホール（1階）全席指定/ 定員120名程度

まどかぴあ 市民大学
おとなの楽校 託児

託児：1/8（金）
　　　17:00締切

車イス

「日本絵画」が親善大使！？
安土桃山～江戸時代の絵画を例に、
芸術を通して文化交流の意義につい
てお話しします。

4時間目 1 月令和3年 16日（土）
「日本絵画の旅、海外との往還」
講師 山下 善也（九州国立博物館客員研究員）

※本年度のおとなの楽校は、鑑賞引換券・特別クーポンを利用できません。

チケットの転売禁止について
※営利目的のチケットの転売はいかなる場合も固くお断りいたします。
　転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りさせていただく場合があります。
※転売により購入されたチケットのトラブルについては、一切の責任を負いません。

まどかぴあにて開催される、地域住民が気軽に参加・鑑賞できる文化芸術に関する企画を募集します。ジャンル・形式
は問いません。応募要項は、12月上旬よりまどかぴあ館内とホームページで配布します。ふるってご応募ください。

募集期間　令和3年1月７日（木）～2月18日（木）必着

対象となる会場・期間・助成金額

令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
「あなたがプロデューサー」企画募集

会場名 客席 座席数 使用可能期間 助成金額
大ホール 固定 783席 令和4年 1月27日（木）～ 1月30日（日） 上限50万円
小ホール 固定 118席 令和3年12月 6日（月）～12月12日（日） 上限20万円
多目的ホール 可動 最大300席 令和3年 8月23日（月）～ 8月29日（日） 上限20万円

キーワードラリー
【実施期間】12月６日 (日 ) ～ 25日 ( 金 )
【対象施設】まどかぴあ（南側広場、ギャラリーモール）、
　　　　　心のふるさと館、総合福祉センター、
　　　　　どんぽの森公園、下大利西線駅前広場
※詳細はまどかぴあのホームページやチラシなどをご覧ください。



グランド

先・特 先行
車イス

このマークがある
公演は、車いす席
ご利用の際に事前
申し込みが必要
です。

このマークがある公演 このマークがある公演
はWEB会員特典対象
事業です。
「先行」…先行販売あり

はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「特別」…特別料金

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
受付時間 /9:00～ 21:00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111 ［受付時間］10:00～21:00

※発売日は下記の専用ダイヤルにおかけください。
文化芸術振興
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※前回公演舞台写真

まどかぴあ能舞台

音で楽しむ能の世界

能舞音楽劇「義経記」
上妻宏光　デーモン閣下　山井綱雄

室町時代からおよそ650年以上演じられてきた “能 ”。
今回は、その音楽にフォーカスしたやさしい解説付きコンサートをお届けします。

大ホールのステージ上に能舞台が出現！
日本の伝統美に彩られたステージをお楽しみください。

新型コロナウイルス感染拡大により中止となった公演を、スケールアップした「能舞台版」
としてお届けします。新しい解釈と手法で表現した軍記物語『義経記』をお見逃しなく。

令和３年
2月６日（土）

令和３年
2月11日（木・祝）

MUSIC

PLAY

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー�Les�Grands（レ�グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

ティータイムスペシャルコンサート Vol.22（Vol.291） 

【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】森田�徳和（笛）、幸�正佳（小鼓）、白坂�保行（大鼓）、吉谷�潔（太鼓）
【会場】大ホール（1階）全席指定 /定員180名程度　※密接を防ぐため、間隔をあけて席を配置しています。
【料金】一般1,000円（グランド会員800円）　※各券当日200円増

【時間】16:00開演 /15:15開場� � 【会場】大ホール（1階）全席指定
【出演】デーモン閣下（朗読・歌）、上妻�宏光（津軽三味線）、山井�綱雄（能舞）ほか
【料金】S席�5,500円（グランド会員5,000円）
　　　A席�4,500円（グランド会員4,000円）　※未就学児入場不可　※各券当日500円増

チケット発売日
グランド会員　12月 7日（月）
W E B 会 員　12月10日（木）
一　　　　般　12月11日（金）

各日とも10:00～

チケット発売日
グランド会員　12月 3日（木）
W E B 会 員　12月 9日（水）
一　　　　般　12月10日（木）

各日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内　※発売初日は電話予約のみ
●まどかぴあWEBサービス
※12月11日（金）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスのため予約・購入できません。
●ローソンチケット（Lコード：82677）

●まどかぴあ総合案内　※発売初日は電話予約のみ
●まどかぴあWEBサービス
※12月10日（木）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスのため予約・購入できません。
●ローソンチケット（Lコード：82689）
●チケットぴあ（Pコード：503-966）

チケット
取扱い

チケット
取扱い

PLAY
＜共催事業＞
新しい年を迎える大晦日、わがままな女王が4月に咲くマツユキ草がほしいと言い出して…
ロシアの児童文学を原作としたオペラを生演奏でお送りします。

原作：サムイル・マルシャーク　台本・作曲：林光　演出：眞鍋卓嗣　出演：オペラシアターこんにゃく座

【時間】13:00�開演 /12:30�開場� 【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般4,500円（グランド会員4,200円）、高校生以下3,000円　※各券当日500円増

主催・お問合せ先：オペラシアターこんにゃく座��TEL�044-930-1720

オペラ「森は生きている」オーケストラ版
オペラシアターこんにゃく座

チケット発売日
グランド会員　12月 8日（火）
W E B 会 員　12月11日（金）
一　　　　般　12月12日（土）

各日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内　※発売初日は電話予約のみ
●まどかぴあWEBサービス
※12月12日（土）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスのため予約・購入できません。
●オペラシアターこんにゃく座　TEL�044-930-1720
●こんにゃく座チケットサイト　http://www.konnyakuza.tstar.jp/

チケット
取扱い

令和３年
3月14日（日）

チケット発売初日についてのご注意
密集を避けるため、発売初日は、まどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。下記のいずれかの方法でご予約ください。
・発売日専用電話 092-591-1111（10:00 ～ 21:00）※窓口販売およびチケット引き換えは発売日翌日から
・大野城まどかぴあ WEB サービス　https://p-ticket.jp/madokapia　※事前にWEB会員 ( 無料 ) への登録が必要です。

※まどかぴあの能舞台



文化芸術振興お問い合わせ先 TEL （092）586-4040 / FAX（092）586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX（092）586-4021

45 アテナ　2020年12月号

生涯学習センター

アテナ　2020年12月号

大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）

Rue de Valse の冬の贈り物
踊るアコーディオン、戯れるギター、旅愁を誘うクラリネット…ワルツ通りへようこそ。
「ななつ星 in 九州」で車内演奏を務めた新井武人が率いるRue�de�Valse のあたたかな音色をお楽しみく
ださい。

【料金】一般1,000円（グランド会員800円）
　　　小学生以下500円
　　　※3歳未満入場不可　※各券当日200円増

【料金】一般1,000円（グランド会員800円）
　　　※未就学児入場不可　※各券当日200円増

第1部　11:00～11:45

「親子で一緒に！５つの楽器に心弾ませて♪」 「アコーディオンが誘うワルツ通り」

第2部　14:00～15:30

Rue�de�Valse
フランス語で『ワルツ通り』の意味。
ロマン派アコーディオン奏者�新井武
人が中心となって2012年に結成。

12月13日
（日）
MUSIC

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー�Les�Grands（レ�グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

ティータイムスペシャルコンサート Vol.21（Vol.289） 

チケット発売中

●まどかぴあ総合案内（受付時間9:00～21:00）
●まどかぴあWEBサービス
※インターネット予約は、事前にWEB会員（無料）への登録が必要です。
●ローソンチケット（Lコード：82482）

チケット
取扱い

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

シネマランド
【会         場】大ホール（1階）全席自由/入場制限あり
【施設利用券】1枚300円・4枚回数券1,000円　　　　　　　  
　　　　　　　  ※事前予約不可。有効期限2年間。　※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。　　　　　　　  
　　　　　　　  【取　扱　い】まどかぴあ総合案内

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替えや字幕付きで上映いたします。作品の都合上できない場合もございます。予めご了承ください。

車イス

かつて千利休の幻の茶器をめぐって大勝負を仕掛けた古物商と
陶芸家が、天下一と称された武将茶人・古田織部の幻の茶器【は
たかけ】を騙し取られた着物美人を助けるため、再タッグを結
成。ところが、その茶器の背景にはとてつもない陰謀がうずま
いていた―。CINEMA

（土）（土）

©2020「嘘八百　京町ロワイヤル」製作委員会

2020年/日本/106分

「嘘八百 京町ロワイヤル」１月30日

■客席について
・密接を防ぐため、人数を制限し、間隔をあけてお座りいただきます。

■施設利用券について
・施設利用券は、年齢にかかわらず１人につき１枚必要です（未就学児入場不可）。
・満席の場合は、施設利用券をお持ちの方でもご入場いただけません。
・有効期限が2020年3月～2021年2月までの施設利用券をお持ちの方は、有効期限を2021年3月まで延長いたします。
　（2020年３月、6月、7月中止のため）

①10:00～11:46（日本語字幕付）
②15:00～16:46

（各回30分前開場）【時間】 監督：武 正晴（『百円の恋』）
出演：中井 貴一　佐々木 蔵之介　広末 涼子 ほか

心に不安を抱えた若者を受け入れて自立を支援する「もみの家」
に、不登校になって半年になる16歳の彩花がやってきた。
慣れない環境に戸惑いながらも、もみの家での生活に次第に慣
れてゆく彩花は、そこで暮らす人々との出会いや豊かな自然、
穏やかな日常の中で少しずつ自分と向き合い始める。CINEMA

（土）（土）

©「もみの家」製作委員会

2020年/日本/105分

「もみの家」12月12日
※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

①10:00～11:45（日本語字幕付）
②15:00～16:45

（各回30分前開場）【時間】 監督：坂本 欣弘（『真白の恋』）
出演：南 沙良、緒形 直人、田中 美里 ほか

【出演】Rue�de�Valse（ルードバルス）
　　　新井�武

たけ

人
ひと

（アコーディオン、ヴォーカル）、平田�知
とも

之
ゆき

（ギター）、桑名�英
ひで

剛
たか

（コントラバス）、森田�三
み

惠
え

（クラリネット）、松元�沙
さ

綾
あや

（ピアノ）
【会場】大ホール（1階）全席指定 /各回定員180名程度　※密接を防ぐため、間隔をあけて席を配置しています。　※各回開演の30分前開場



文化芸術振興お問い合わせ先 TEL （092）586-4040 / FAX（092）586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX（092）586-4021

45 アテナ　2020年12月号

生涯学習センター

アテナ　2020年12月号

大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）

短期講座 12月9日（水）9:00受付開始 受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

※イメージ

【日　程】1月28日（木）
【時　間】10:30～ 14:00
【定　員】16名
【受講料】1,100円
【材料費】1,800円
【講　師】村上�二三（料理研究家）

旬の食材を使って、日本料理の伝統、そして茶の心とおもてなしの心を
学びます。

向　　付　鯛　磯辺和え　二杯酢　菜の花　独活
ご　　飯　節分ごはん　炒り大豆
椀 盛 り　海老葛叩き　卵豆腐　みぞれ汁仕立て　柚子
焼きもの　のし鶏　蕗のとう
預 け 鉢　飛龍頭　ぜんまい　梅生麩　炊き合わせ
強　　肴　菊菜と湿地茸のお浸し　黄菊
香のもの　たくわん他

【献立】

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

手まり作り

茶懐石　如月の膳

ギターを楽しもう！文字のお稽古

プロに学ぶ日本酒講座

【日　程】1月18日、2月1日（月）（全2回）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】16名� � 【受講料】2,200円
【材料費】1,000円
【講　師】志賀�礼花（書道家）

【日　程】1月21・28日（木）（全2回）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】12名� � 【受講料】2,400円
【材料費】1,000円
【講　師】田中�まちえ

【日　程】1月18・25日、2月1・8日（月）（全4回）
【時　間】①10:00～ 11:00（初級）
　　　　②11:10～ 12:10（中級）

【定　員】各7名※レベルに合わせて上記時間帯に分けます。
【受講料】各4,800円
【講　師】平田�知之（ギタリスト）

【日　程】1月30日（土）
【時　間】13:00～ 14:30
【定　員】30名� � 【受講料】600円
【講　師】鈴木�正柯（福岡県酒造組合理事）

名前、住所から手紙の書
き方まで筆ペンでお稽古
してみませんか。ご希望
の方には小筆でもご指導
いたします。
※�小筆での指導をご希望の方
は書道道具をお持ちくださ
い。

柳川地域に昔から伝わる模様
入りの「まり」を作ります。
一針一針丁寧に指導いたしま
すので、はじめての方でも安
心してお申込みください。

ギターを始めてみま
せんか？初心者の方
は、簡単なコードで
弾ける曲にチャレン
ジします。
経験者の方は、ニュ
アンスをつけた演奏
法や曲に合わせたアドリブソロなど、一歩進んだ内
容を学びます。現役プロのギタリストがレベルに合
わせて丁寧に教えます。

日本酒のプロをお呼びして、
日本酒の歴史から商品知識、
酒蔵開きの楽しみ方など、
日本酒にまつわるお話をし
ていただきます。
※試飲はありません。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ



男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先   TEL （092）586-4030 04-685）290（ XAF / 31

男女平等推進センター アスカーラ 開館時間／（月～金）9:00～19:00
　　　　　                                               （土・日・祝日）9:00～17:00

まどかぴあ図書館 お問い合わせ先   TEL （092）586-4010 1104-685）290（ XAF / 

図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/

7 アテナ　2020年12月号 6アテナ　2020年12月号

（金）10:00～20:00　

回 日時 テーマ・講師 会　場

1
令和３年

１月14日（木）
13:30～15:30

家庭で出来る生活習慣病予防〜肥満と高血圧〜
榎本�美江（健康管理士上級指導員、食育インストラクター）

303会議室
（３階）

2
令和３年

１月21日（木）
10:30～12:00

離乳食は学びの時間♥
栄養だけではない離乳食の意味
辻田�美智子（離乳食インストラクター、元役者、MC） 多目的ホール

（１階）
3

令和３年
１月28日（木）
10:00～12:00

免疫力を高める食生活
榎本�美江（健康管理士上級指導員、食育インストラクター）

アスカーラいきいき健康教室
女性が仕事、家事、趣味などそれぞれの自分の時間を過ごすためには、自分自身と家族の健康はかかせないものです。
家族みんなで健康な食生活を送りたい方、ぜひご参加ください。

【定　　員】第1・2回：30名、第3回：40名（いずれも申込先着順）
【対　　象】健康づくりに興味がある女性　　※男性も参加可能です
【受 講 料】無料
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付中

10ヵ月未満の
子どもは同伴可

※密 集を避けるため、発売初日はまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。
（チケット引き換えは発売日翌日から）
チケット発売日専用　TEL：092-591-1111（10:00～21:00）
チケット発売日以外　TEL：092-586-4000（ 9:00～21:00）

託児 車イス

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ（男女平等推進センターアスカーラ）
【後援】大野城市・大野城市教育委員会・大野城市商工会・一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会

第4回アスカーラ共生フォーラム

アスカーラからステップアップ ～新しい明日への挑戦～

■ 大野ジョーくん＆まどかちゃんダンスステージ♪（予定）

【内容】

■「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール入賞作品展示
【時間】10:30～11:00
【会場】多目的ホール（1階）

・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式

・加納 ひろみ & 林田 スマによる生出演トーク
　出演：加納 ひろみ（KIGURUMI.BIZ株式会社 代表取締役）
・オンライン講演 「人生100年時代を楽しむ」

　出演：出口 治明
　　　 （立命館アジア太平洋大学（APU）学長、ライフネット生命 創業者）

か  のう

で  ぐち はるあき

男女の自立と男女共同参画のまちづくりをめざして、アスカーラ共生フォーラムを開催します。
出口治明による大野城まどかぴあ初となるオンライン講演と加納ひろみ & 林田スマによる生出演トーク。
新しい明日へ向かって挑戦し続ける出演者の“言葉”を感じてください。

次世代を担う小中学生から募集した男女共
同参画に関する図画ポスターと標語の入賞
作品を展示します。
ぜひご覧ください！
【期間】令和3年2月4日（木）～3月2日（火）
【会場】ギャラリーモール（1階）

出口 治明 加納 ひろみ

※

昨
年
度
の
様
子

EVENT

2月27日
（土）

令和3年

●まどかぴあ
総合案内

チケット
取扱い

チケット発売日
12月4日（金）
10:00～

【時間】13:00開演/12:00開場 15:40終演予定
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日700円）

大野城市イメージキャラクター まどかちゃん

加納さんは僕の誕生
に関係

した会社の代表だじょ
ー

楽しく元気におどるよ！
みんな、待ってるよー♪

大野城市PRキャラクター 大野ジョー



男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先   TEL （092）586-4030 04-685）290（ XAF / 31

男女平等推進センター アスカーラ 開館時間／（月～金）9:00～19:00
　　　　　                                               （土・日・祝日）9:00～17:00

まどかぴあ図書館 お問い合わせ先   TEL （092）586-4010 1104-685）290（ XAF / 

図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/

7 アテナ　2020年12月号 6アテナ　2020年12月号

（金）10:00～20:00　

12月28日（月）～令和3年1月4日（月）
休館中の本の返却は①返却ポスト（県道沿い入口
横壁面）をご利用ください。
ＣＤは返却ポストに投函すると壊れることがあり
ますので、②警備員室（市役所側駐輪場前）へ
ご返却ください。

楽しいイベントが盛りだくさん！すべて参加無料です。どうぞお楽しみに！

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

年末年始の休館中の返却について

図書館へゆこう！！2021年

◆お気に入りの文庫本を自分だけの特別に
文庫本の表紙を剥がし、板ボールや製本クロスを使って上製本に仕上げます。本の仕組みを学びながら、自分だけの
1冊を作ってみませんか？

【日時】1月24日（日）①10:00～12:00　②14:00～16:00��
【会場】303会議室（3階）� � 【定員】各回10名（要申込）�� 【対象】中学生以上
　　　※1月8日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会
わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2歳児）向けのおはなし会です。

【日時】1月26日（火）①10:00～10:15　②11:00～11:15　③13:30～13:45　④14:30～14:45
【会場】301会議室（3階）� � 【定員】各回10組20名（要申込）
　　　※1月7日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆わくわくおはなしまつり
わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、いつもとはちょっとちがうわくわくするおはなし会です。

【日時】1月30日（土）①10:15～10:35　②11:30～11:50　③13:30～13:50　④15:00～15:20
【会場】301会議室（3階）� � 【定員】各回20名（要申込）�� 【対象】幼児から小学生とその保護者
　　　※1月12日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

令和3年1月16日（土）～31日（日）

12月の巡回

曜日 日
午　　前 午　　後

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

月

14日 中央コミュニティ
センター

中央
デイサービス

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

7日
21日

南コミュニティ
センター

障がい者
支援センター

まどか・ゆいぱる
釜蓋公民館 中公民館

火

1日
15日

下大利団地
公民館 山田公民館

宮添公園
（北コミュニティ
センター横）

8日�
22日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

3日
17日

大野3号公園
（東大利公民館横）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

10日
24日 牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘

公民館

金

4日
18日 乙金公民館 悠生園

デイサービス 乙金東公民館 乙金台公民館

11日
25日

平野台
ふれあい公園
（平野台公民館横）

老松神社
（下大利公民館前）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

※「栄町公民館」の改修工事に伴い、3月末まで「宮添公園」に巡回
します。

※大雨などの悪天候の際には運休もしくは公用車で運行をすることが
あります。運行の確認は図書館までお電話ください。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

◆折り染めで作る読書ノート
簡単な糸とじによる製本を体験しながら折り染めで作るオリジナルの表紙の読書ノートを作ろう。

【日時】1月31日（日）①10:00～12:00　②14:00～16:00�
【会場】303会議室（3階）� � 【定員】各回10名（要申込）�� 【対象】5歳以上（小学校低学年以下は保護者同伴）
　　　※1月13日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。



公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21:OO
休  館  日：毎月第1・3水曜日（祝日の場合次の平日 )、年末年始（12/28~1/4)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■西鉄天神大牟田線ご利用の場合、福岡（天神）駅から急行約12分・春日原駅下車徒歩約10分
■JR鹿児島本線ご利用の場合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5 キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.Oキロ
■無料駐車場：平面 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284台

交通機関のご案内 駐車可能台数に限りがありますので、
できる限り公共の交通機関をご利用ください

大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
11月６日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

つくし お隣さん情報

左記のマークのある公演・講座は託児サービスが
利用できます（。満10ヵ月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前までにお申し込みください。託児

8アテナ　2020年12月号

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月2日（水）、16日（水）

年末年始：12月28日（月）～令和3年1月4日（月）

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

※

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.VOL.VOL.294294294294
2020202020202020 12121212

※掲載記事は11月６日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

12月まどかぴあのイベントスケジュール
日付 イベント ページ

11/22（日）～
12/25（金） 大野城ウィンターイルミネーション2020 P2

1（火）

そば打ちに挑戦！～十割そばを打とう～ 11月号
掲載

おうちの紙類・書類のお片付け講座 11月号
掲載

3（木） クレイアートの羽子板作り 11月号
掲載

① 3（木）
②11（金） コーヒー講座①② 11月号

掲載

① 3（木）
②18（金） ブックトーク講座①② 11月号

掲載

4（金） 洋菓子レッスン 11月号
掲載

5（土）

脳いきいき教室！
～老化による物忘れと認知症による物忘れの違い～

10月号
掲載

アスカーラ冬まつり 11月号
掲載

7（月） しめ縄飾りをつくろう 11月号
掲載

12（土） シネマランド「もみの家」 P4

13（日） ティータイムスペシャルコンサート�Vol.21 P4

19（土） 講演会�「SDGs」って、なぁに？ 11月号
掲載

12月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

3（木） 能舞音楽劇「義経記」
グランド会員発売　※WEB会員は12/9（水）～ P3

4（金） 第4回アスカーラ共生フォーラム　チケット発売 P6

7（月） ティータイムスペシャルコンサートVol.22
グランド会員発売　※WEB会員は12/10（木）～ P3

8（火） オペラシアターこんにゃく座「森は生きている」
グランド会員発売　※WEB会員は12/11（金）～ P3

9（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

10（木） 能舞音楽劇「義経記」　一般発売 P3

11（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.22
一般発売 P3

12（土） オペラシアターこんにゃく座「森は生きている」
一般発売 P3

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地�☎092-584-3366

12/19
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「最強のふたり」
場所：スプリングホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　●①10:00�②14:00

2/26
（金）

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念
林家たい平 独演会
●全席指定�2,500円　※未就学児入場不可　●14:00

3/14
（日）

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念
大野雄二＆ルパンティックシックス ルパンジャズライブ
●全席指定�5,000円　※未就学児入場不可　●17:30��

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団�太宰府市五条3丁目1番1号�☎092-920-7070

1/23
（土）

男女共同参画セミナー③「オトコの介護と働く環境」
講師：藤崎�真二（西日本新聞社論説委員）
場所：男女共同参画推進センタールミナス　　電話：092-925-5404
●入場無料　※要電話申込　●10:00～12:00

1/5（火）

～

3/14（日）

くらしのうつりかわり展
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館（祝日の場合翌平日休館）

筑紫野市文化会館  筑紫野市上古賀1丁目5番1号�☎092-925-4321

12/12
（土）

音楽の楽しみ方講座 Vol.4
X'maStrings ！～弦の響で贈るクリスマスキャロル～
出演：武内�麻美（ヴァイオリン）、森田�良平（コントラバス・ナビゲーター）、室屋�麗華（ピアノ）
場所：多目的ホール（50席限定）
●全席指定�一般1,000円ほか　※4歳以上入場可　●14:00

12/27
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャル
九州シティフィルが贈る2大 B コンサート
～ベートーヴェン生誕250年　ジョン・レノン生誕80年に寄せて～
●全席指定�一般2,000円ほか　※未就学児入場不可　●14:00

ミリカローデン那珂川  那珂川市仲2丁目5番1号�☎092-954-2211
開催中

～

12/20（日）

那珂川黎明2020 文化財展示会
場所：松口月城記念館
●入場無料　●10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）

12/11
（金）

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第9回おもしろアマ落語家競演会
●全席自由�500円　※未就学児入場不可　●18:00

12/20
（日）

バンブーオーケストラ那珂川　クリスマスコンサート
場所：エントランスステージ
●入場無料　●14:00～15:00


